３Ｍ™ イージーマルチクリーニングツール ウエット ディスポーザブル モップ 専用キット S
セット内容

材質

３Ｍ™ イージーマルチクリーニングホルダー

アルミニウム合金

３Ｍ™ イージーマルチクリーニングハンドル
３Ｍ™ ウエット ディスポーザブル モップ
専用アタッチメントＳ

ポリプロピレン／ CRゴム
／オレフィン

サイズ

入れ目

発注単位

830mm - 1,430mm φ30mm

1本

1 ケース

95mm×220mm

110mm×240mm

３Ｍ™ ウエット ディスポーザブル モップ S
製品名

材質

３Ｍ™ ウエット ディスポーザブル モップ

ポリエチレン／ポリエステル
パルプ／ポリプロピレン／界面活性剤

サイズ
250mm×115mm

３Ｍ™ イージーマルチクリーニングツール キット
セット内容

材質

３Ｍ™ イージーマルチクリーニングホルダー

アルミニウム合金

３Ｍ™ イージーマルチクリーニングハンドル

３Ｍ™ イージーマルチクリーニングハンドル
３Ｍ™ クリーニングクロス多用途

アルミニウム合金
ポリエステル／ EVA マイクロファイバー

３Ｍ™ クリーニングクロス多用途
３Ｍ™ クリーニングクロス多用途

赤
青

30 枚／箱
1 箱／ケース

830mm - 1,430mm φ30mm

1本

95mm×220mm

1台

発注単位
1 ケース

発注単位
1 ケース

入れ目

発注単位

830mm - 1,430mm φ30mm

1本

1 ケース

95mm×220mm

120mm×280mm

材質

サイズ

ポリエステル／ EVA マイクロファイバー

120mm×280mm

1台

2 枚／袋

入れ目
2 枚／袋

10袋／ケース

発注単位
１ケース

クリーニングクロスは洗って繰り返し使える

1.お湯・洗剤を用いてこすり洗いしてく
ださい。
（ブラシ等も使用可能です）

2.すすいで固く絞ってください。
（洗濯機
での洗浄も可能です）

3.油汚れがひどい時は中性又はアルカ
リ洗剤で、2～3時間つけおき、洗って
ください。
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３Ｍ™ イージーマルチクリーニングツール
Commercial Care Products

サイズ

３Ｍ™ クリーニングクロス多用途（赤）
（青）
製品名

入れ目

入れ目

材質

３Ｍ™ イージーマルチクリーニングホルダー

1枚

サイズ

３Ｍ™ イージーマルチクリーニングツール スターターキット
セット内容

1台

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-012-388

8:45～17:15 ／月～金（土日祝年末年始は除く）

Safety and Easy for Multiple area cleaning

使い捨てタイプ

きつい油汚れや衛生面で
配慮が必要な場所の清掃に

繰り返し洗えるタイプ

指紋汚れを除去し、
高い光沢を求める場所の清掃に

エルゴノミックデザイン

クッション性のあるゴム素材のス
ポンジにより、握りやすく力を入
れやすい。

３Ｍ™ イージーマルチクリーニングツール
ウエット ディスポーザブル モップ 専用キットＳ

３Ｍ™ イージーマルチクリーニングツールキット

併用キット

併用キット

2段伸縮ハンドル

830mm～1430mmまで伸び縮

みできるので高いところもラクラ

３Ｍ™ ウエット ディスポーザブル
モップの脱着に最適化された専
用アタッチメント付きで取り外し
が簡単

マルチジョイント

ハンドルを前後左右に倒すことが

３Ｍ™ ウエットディスポーザブルモップ
●

●

●

できるので、狭い場所や高い場所
にも最適。

マイクロファイバーを持つ不織布と液体吸収材の 2 層構
造で、汚れのかき取りと液体吸収を両立

使い捨てタイプで手洗いする必要がないため衛生的で、
時間短縮にも貢献
1 枚で約 100 ㎡ の作業が可能な片面使用タイプ
※

※床清掃の場合。使用可能な面積はご使用される環境により変化します。

清掃面

特長

マイクロファイバー層 (白)

高い油汚れ除去性能で床をきれいに
床との摩擦抵抗が低く、軽い作業感

取付面

特長

３Ｍ™ クリーニングクロス多用途
の脱着に最適化された面ファスナ
ーで取り外しが簡単

ク届く。

３Ｍ™ クリーニングクロス多用途
●
●

●

ウエットディスポーザブルモップ
拡大写真

●

鏡やステンレスなど様々な素材の清掃に有効な特殊クロス

平らな特殊構造を持つ極細繊維が、油汚れなどをしっかり
かき取ります
繰り返し洗って使用できるから経済的

2色ラインアップで場所による使い分けが可能

液体吸収層 (黒)

クリーニングクロス拡大写真

タオル、
ウエス

水や油などの液体吸収に特化
保水性能に優れ、最適な水分量を維持

従来のタオル、ウエスでは、太い繊

維が汚れをこすりつけて引き伸ばし

てしまいます。

３Ｍ™ クリーニングクロス多用途
偏平形状の特殊マイクロファイバー

がレンジ回りの油汚れから、

ガラスについた
手垢まで

汚れをすっきり

かき取ります。

レンジフードに

使い捨てタイプ

脚立を使ったり、レンジ台に乗らず安全
に作業ができます。
● レンジフードにこびりついた油汚れ、汚
れの目立つ壁や機材にも効果的です。
●

※汚れがひどい場合は、クロスに洗剤を含ませて作業
してください。

フロア清掃に

使い捨てタイプ

飲食店フロアの油汚れも、マイクロファ
イバーがしっかりとかき取ります。
● 油で汚 れたモップは洗う必要がなく、
効率的に作業できます。
●

トイレ清掃に

使い捨てタイプ

小さいホルダーとマルチジョイントの効
果で、狭いトイレでの作業も効率的に行
えます。
● モップは使い捨てのため、衛生的に扱うこ
とができます。
●

鏡拭きに

繰り返し洗えるタイプ

伸縮ハンドルなので手の届きづらい所も、
脚立を使ったり洗面台に乗らず安全に作
業ができます。
● クロスを軽く湿らせて作業すると効果的
です。
●

※スプレーヤー１回噴霧程度の水分量が最適です。

壁拭きに

繰り返し洗えるタイプ

壁にいたヤニやホコリを、すっきりかき
取ります。
● エレベーター内などの壁面についた手
垢汚れもすっきり簡単に落とします。
●

ガラス拭きに

繰り返し洗えるタイプ

高所のガラス拭きにおいて脚立が要らず
安全、簡単に作業できます。
● クロスを軽く湿らせて作業すると効果的
です。
●

※スプレーヤー１回噴霧程度の水分量が最適です。

